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こんにちは、

東京オリンピックの開会式では様々なパーフォマンスがありましたが、
約1800台のドローンを使って市松模様の大会公式エンブレムから
地球の形に変わるという日本の高い技術の演出に感動しました。

また205ヵ国の選手入場をオリンピック発祥の地のギリシャを先頭に

会員増強・新クラブ結成推進月間
月間テーマ（8月）

2021年8月5日
第1321回（本年度 第5回）例会

本日のプログラム

次回 8/19 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　ロータリーを知ろう
　高島 凱夫 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会員増強・維持委員会卓話
　担当：村上 俊二 委員長
　講師：地区クラブ奉仕副委員長

浜田 篤介 様
■第3回9月度理事会
　13：40～　コスモス

※次週、8月12日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

会長挨拶
会長エレクト　栗山 博道



最後の日本まで観ていましたが、アフリカの国旗の多
くが緑色、黄色、赤色を使用しているのがわかりました。

これは植民地時代からアフリカ唯一の独立国であっ
たエチオピアがアフリカの独立運動家から尊敬を集
め、1957年のガーナが宗主国からの独立に際してエ
チオピア国旗と同じ三色を国旗に使ったのが最初で
あり、その後多くアフリカの国が独立に際し三色を国
旗に取り入れました。

尚エチオピア国旗は中央にエチオピアの国章を配し
た緑、黄、赤の横三色旗で緑は、肥沃な大地を、黄は、
平和、民族・宗教の調和、赤は、国土の防衛のために
流された血を象徴するとされています。

2021-22年度第1320回（第4回例会）
幹事報告 (7/29)

幹事  嶽下 勇治

2021-22年度 幹事報告をさせていただきます。

①辻会長の状況報告

・7月29日午前中にいったん退院の許可がおりた
自宅での療養となる

・8月10日に5日間の入院予定がある

②「地区危機管理委員会」からの連絡事項
新型コロナワクチン接種に関わるハラスメントに
ついて

③「ガバナー事務所」からの連絡
ロータリー全国囲碁大会について

④「国際ロータリー日本事務局」からの連絡
ロータリーレートのお知らせ

■7月29日（木）、（小）委員会活動方針
　丸山会計
　北村讓SAA
　村上会員増強・維持小委員会委員長
　栗山例会運営小委員会委員長
　佐賀野親睦活動小委員会委員長

　村橋会員研修小委員会委員長
　檜皮青少年奉仕小委員会委員長

■8月5日（木）
・会員増強・維持委員会卓話
村上委員長
卓話：地区クラブ奉仕・拡大増強委員会
　　  浜田 篤介副委員長

・第3回9月度理事会（13：40～14：30）
辻（一）、栗山、戸田、丸山、北村譲、小林、上瀬、植
屋、村上、村橋、檜皮、井本、嶽下

・指名委員会（11：30～12：00）

■8月12日（木）、休会　定款第8条 第1節

■8月19日（木）、卓話：高島会員

■8月26日（木）
・ガバナー補佐訪問日

・卓話：戸田会員

・第一回クラブ協議会（13：40～14：30）

■8月28日（木）
・クラブ青少年奉仕合同委員長会議
Zoomウェビナー（青少年奉仕小委員会 檜皮委員長）

・公共イメージ向上並びにクラブビジョン策定セミナー
Zoomウェビナー（クラブ会長、戦略計画委員長、
広報担当委員長）

■9月2日（木）、ガバナー公式訪問日
　吉川ガバナー
　同行者：生駒伸夫（地区副代表幹事）

　11：30～ 理事・役員全員との懇談会

■9月4日（土）
・米山奨学委員長、カウンセラー研修会
Zoomウェビナー
出席者：米山奨学担当 吉田、カウンセラー：植屋

・2021-22年度 国際ロータリー第2660地区ロー
タリー財団セミナー
Zoomウェビナー
出席者：会長代理、幹事、ロータリー財団委員長 
　　　  安達



各小委員会活動報告

会員増強・維持小委員会、例会運営小委員会、親睦活動小委員会、
会員研修小委員会、青少年奉仕小委員会、SAA、会計

ロータリーはまず「例会出席」といわれており例会出
席は会員の最も基本的な責務であります。我々クラブ
会員は例会活動を通じて会員相互の親睦を深め、ク
ラブを活性化します。

「ソング部門」「出席部門」「プログラム部門」「広報部
門」それぞれを充実させ、会員の皆様全員が楽しん
で例会出席して頂けるようにします。

会員増強・維持小委員会 委員長  村上 俊二

例会運営小委員会 委員長  栗山 博道

今年度の活動方針は年次計画書に記載の通りです。
言うまでもなく、会員増強及び維持はクラブにとり
ロータリー活動の活性化に必要なものであり、クラブ
発展の土台となるものです。

先日、第1回小委員会が開かれました。コロナ禍とは
いえ現在の会員数は33名で減少傾向なので本年度
は増強拡大目標を高くし、創立30周年には会員数を

40名とするための準備期間とし目標達成に努力をす
る。増やすことも大事ですが、まず足元を固めるのも
大事です。そのため会員維持のための方策を討議し
ました。高齢や経済的な場合はやむを得ないが、今
回のような2年連続会長が退会するのは異常であり
今後あってほしくない。少なくとも揉めての退会は避
けて行かなければならないし、そのためには楽しく魅
力的なクラブと例会を作るように努力する事を確認
しました。　

続いて、会員増強拡大の方策として、一番大事なのは
会員個人の増強意欲であります。自分の周りを見渡
しても必ず「入会推奨者」がおられます。新しい人だ
けでなく古い人の掘り起こしも大事です。また戸田ク
ラブ奉仕委員長は女性会員の増強を積極的に行い
たいと言っておられます。会員増強には特効薬はあり
ません。その為に全会員が会員増強に取り組むべき
だと思います。本年度はクラブ会員全員の力を結集
して会員各位が思い浮かぶ「入会推奨者」を発掘し
てまいりましょう。

私は今年の年次計画書に「環境整備」をして行くと書
きました。つまり現在会員の大多数の方も何方に「誘
われて入会した」のであって「自分の意思で入会し
た」方は少ないと思います。だからこそ、会員増強に
勧誘活動は必要だと思います。また勧誘しやすい環
境を作ることが大事であり、その環境整備が必要で
あります。これからの活動で実践してまいります。

続いて8月は会員増強月間でもあります。次週8月5日
の例会には地区増強・維持委員会の浜田副委員長
をお招きして、このクラブが直面している問題や、こ
のコロナ禍の中でも増強しているクラブのことやその
やり方等客観的な見地からオーダーメイドの卓話を
お願いしております。そしてこの卓話を受けて今後、
クラブの会員増強・維持発展の突破口にしてまいり
たいと思います。



会員研修小委員会の活動は、ロータリアンが知って
おく必要のあるロータリーの基礎知識や毎年更新さ
れる国際ロータリーと地区の情報を分かり易く会員
に提供することだと思います。

クラブの活動において役割を担う場合、何時、何処で、
誰が、何を、どの様にすれば良いのか、ロータリーの
大きな仕組みを理解し、必要となる情報を得て活動
に役立てて頂きたいと思います。

コロナ禍での対面会合の開催は叶いませんが、状況
が改善され会合が可能になれば、入会歴5年未満の
会員を交え意見交換を兼ねた親睦交流会を計画し
たいと考えております。

会員研修小委員会 委員長  村橋 義晃

親睦活動小委員会 委員長代理  山本 肇

2019年のRI規定審議会及び、これ以降のRI理事会
において青少年部門に大幅な改定が加えられており
ます。それに伴い2660地区でも青少年部門に重きを
置きインターアクターに青少年交換：（Rotary Youth 
Exchange）ロータリー青少年指導者養成プログラ
ム：（Rotary Youth Leadership Awards）等に挑戦さ
せインターアクター達にロータリーとしてのインター
アクトを認知させる方針が明記されました。

確かに提唱しているロータリークラブだけがイン
ターアクトを理解しているのが現状だと思います。共
同提唱クラブの大阪東ロータリークラブと隔月毎に
インターアクト部活に出席しておりますが、我々は、彼
らがリーダーシップ能力を伸ばせるように支援するこ
とに他なりません。しかし、一昨年度以来の新型コロ
ナのパンデミック感染影響により彼らの奉仕事業へ
の熱意が断たれているのが現状です。

青少年奉仕小委員会 委員長  檜皮 悦子

昨年度に引き続き、今年度もコロナ感染症の蔓延が
続く中、平常な活動行事が行えるか先行きが不透明
であるため、行事予定は仮計画といたします。

《活動計画》

・創立29周年記念例会昼食会

・12月1１日（土）　クリスマス家族会

親睦活動小委員会 委員長代理  山本 肇

・1月27日（木）　上半期新入会員歓迎会・夜例会

・4～5月頃　　  春の家族親睦会

・6月23日　　　下半期新入会員歓迎会・夜例会



会員相互が親睦を深め、楽しく格調高く規律と秩序
のある例会運営に心掛けます。そして、奉仕活動の資
金に必要なニコニコの推進に努めます。気持ちの良
い明るい例会になることが、魅力あるクラブに繋がる
よう努めます。

活動計画の主な内容は、

①会長・幹事と連携する。②ニコニコの推進に努める。
③気持ちの良い例会運営に努める。④月1回指定席
を設ける。⑤ラジオ体操を行う。

です。今年度年次計画書よりメーンとすることを発表
しました。

担当  北村 讓

会計担当からのお願い

①前期会費の早期納入

②行事を行われる場合の計画書の早期提出

③地区補助金の使用が可能な行事については計
画的な企画立案

会計 担当代理  檜皮 悦子

SAA

2021年～22年度計画予定

＊2021年6月30日：インターアクト歓迎会
新型コロナのため延期

＊2021年8月1日～4日：インターアクト海外研修
新型コロナのため中止
（ホストクラブ：大阪南ロータリークラブ）

＊2021年10月31日（日）10：00～16：00
インターアクト年次大会
場所：高槻中学校・高等学校
テーマ：「マイノリティーを考える」
（ホストクラブ：高槻ロータリークラブ）

＊2023年8月3日～6日：インターアクト海外研修
場所：台北
（ホストクラブ：大阪東RC、大阪中之島RC）

インターアクトは可能性に満ちたプログラムです。今
年度新規に発足しました青少年奉仕小委員会です
が、社会・青少年奉仕委員会のご協力を頂きイン
ターアクターと共に地域社会、国際社会に貢献して
参ります。ご支援宜しくお願いいたします。

【参考】

SAA（Sergeant-at-arms）＝会場監督とは

●議会や法廷の秩序を維持し、命令を執行した衛
視・守衛官

●中世ヨーロッパで賓客を招いた会場を取り仕切
る役職を模したもの

●1906年ロータリーで正式な役職として定められ
ました。その役目は、例会や他の会合で、会が秩
序正しく楽しい雰囲気で運営されるための進行
役で会場の秩序を保つためのあらゆる権限を持
つ重要な役割を担っています。

SAAの具体的役割は

①例会の司会進行　②例会場への入退場許可、
例会場の開閉門　③早退、遅刻の承認や拒否　
④私語に対する警告　⑤卓話の時間厳守　⑥そ
の他、例会場の秩序を乱す行為に対する警告と退
場命令　⑦例会場の設営全て（親睦活動委員会
等と協力）　⑧お客様の誘導　⑨ニコニコ箱の管
理とその募金状況報告　⑩「楽しい、意義ある例
会になっているか」（出席率の向上など）のチェック
アクション

以上、今年度地区研修協議会紹介動画より
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戸田：辻会長退院おめでとうございます。
各委員長様の発表楽しみにしています。

北村（讓）：辻会長、本日退院されます。しばらく自宅静
養とのこと、良かったです。

嶽下：辻会長の病状良好です。ニコニコ

小林：お祝いをいただいておきながら御礼が遅くなり
失礼いたしました。お陰様で夫婦円満です。

植屋：各小委員会の委員長活動方針、宜しくお願い致
します。

村上：コロナと熱中症に気を付けましょう。ニコニコ

北村（薫）：小林会員、おめでとうございます。

前田：早退です。

村木：辻会長、退院おめでとうございます。ニコニコ

下岡：辻会長、退院おめでとうございます。

満村：ニコニコ

杉村：酷暑ですね。ご自愛下さい。

高島：暑いです。コロナにお気をつけて。

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥31,000
累　計 : ￥158,000

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 29名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 87.87 %
7月1日の修正出席率 81.81 %

7月29日のメニュー

・中華くらげのサラダ
・海老のチリソース
・ピーマンと豚肉の細切り炒め　レタスの器盛り
・鰻チャーハン
・鶏肉・金華ハム・冬瓜入り蒸しスープ
・夏のフルーツ入り杏仁プリン

Congratulations!

米山奨学委員会より早瀨会員が
米山功労者の表彰を受けました。

Congratulations!8月のお祝い8月のお祝い

●誕生日
杉村 雅之 ［4日］
辻　 一夫 ［7日］
梅原 一樹 ［8日］

●事業所設立記念
安達 昌弘 株式会社三起［昭和45年］
嶽下 勇治 嶽下勇治税理士事務所［平成17年］
辻　 一夫 辻一夫税理士事務所［平成19年］
丸山 澄高 丸山澄高税理士事務所［平成28年］
村木 博行 （株）ベストプランコム京都支社［平成30年］

●結婚記念日
村木 博行 ［  4 日］


